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Ⅰ．はじめに 

近年報告された複数の国際ランダム化試験により脳主幹動脈閉塞に対する血栓回収療法の

有用性が証明され、発症から出来るだけ早期に再開通を得ることが転帰改善に重要である

ことが示されていると述べられている 1)。当院は北海道後志地区（カバー人口 25 万人）に

存在する血管内治療が可能な唯一の包括的脳卒中治療施設（Comprehensive stroke center）

であり、ヘリポート・SCUなどの脳卒中に対する治療に力を入れ、2015年 4月から t-PA投

与と同時進行で血栓回収療法を行ってきた。我々は看護師を中心としたストロークチーム

を発足させ、脳主幹動脈閉塞患者に対しての時間短縮、看護教育に向けて取り組んできた。

今回これらの活動を前期（システム構築時期、2015年 4月～2016年 3月）と後期（システ

ム構築終了後、2016 年 4月～2017年 3月）に分けて、時間短縮効果および今後の改善すべ

き点を抽出し検討した。 
 
Ⅱ．対象、方法 
1.対象 

2015 年 4 月から 2017 年 3 月までに行われた血栓回収療法を行った 64 症例。 
2.方法 

我々は脳梗塞発症から再開通までのトータル時間を短縮することを目指し、そのために

①発見通報をする市民、②接触搬送する救急隊、③検査等の院内システム整備、④治療、

の 4 項目について取り組みを行った。救急外来では MRI を第一選択とし、血栓回収療法時

の対応は血管造影（AG）室にて、当時間帯勤務中の SCU/脳外科病棟の看護師が介助に入る

こととした。発症からの時間経過をのちに検証するための治療記録シート（図１）を作成

し、これ 1 枚で治療経過がわかるように工夫した。このシートの特徴は、（１）準備や治

療時に生じた問題点など記入できるようにしたことと、（２）保存方法を明記してデータ

が散逸しないようにしたことである。 

① 市民に対する広報活動 

医師の協力を得て血栓回収療法について病院ホームページ（図２A）や病院広報誌（図

２B）に掲載を行った。また新聞取材にも対応し、血栓回収について説明した（図２

C）。治療前期と後期で、記録シートから発症から通報までの時間を検討した。 

② 救急隊に対する啓発 

過去 3 回(半年から 1 年に 1 回、各 20 症例程度)、救急隊と合同カンファレンスを行

った(図２D)。これは t-PA/血栓回収療法の可能性のある患者の、より迅速な搬送と血

管内治療のできない病院への搬送・その後の転院を減らすことを目的とした。カンフ

ァレンスでは後志地区全て救急隊を対象とし、全ての会において全支部からの参加が

得られ、搬送され血栓回収療法を行った患者の全症例の振り返りを行った。その中で

さらに、血管内治療の可能性のある重症脳卒中が疑われる患者の当院への直接搬送、

救急外来看護師より救急隊への診療援助依頼を行った。救急隊の記録より、接触から



搬送開始時間と搬送時間および転院搬送の件数を検討した。 

③ 院内のシステム整備、④迅速な治療 

血栓回収療法看護師介助マニュアルを作成した（図３A）。また全体の治療経過がわか

るフローチャートポスターを作成し救急外来や MRI室、AG室にそれぞれ掲示した（図

３B）。また、使用物品の簡略化・汎用化で、物品の共通認識ができるように使用器

材の集中配備を行った。使用する全ての器材を一つのケース内に収納し、特に 1回分

の使用するカテーテルおよびYコネクターなどの医療材料（袋に入れてセット化）は、

一つのレール上にまとめて設置することで迅速かつ無駄のない準備を進めた（図３C）。 

上記について周知し、介助シミュレーションを実施した（図３D 上）。シミュレーシ

ョンでは介助時に間違いやすい内容を重点的に説明、シミュレーション後には内容に

ついて理解できたかアンケート調査を行った。また、介助時に必要となる物品の場所

や介助方法がわかる動画を作成し、事前に動画を閲覧し学習してもらうことでシミュ

レーション時にすぐにロールプレイなどの実践的なトレーニングを行えるようにし

た（図３D下）。 

治療記録シートには来院から再開通するまでの時間を記載することとし、来院から穿

刺までの時間（Door to Puncture; D2P）がどの程度短縮できたかを検討した。 

介助に携わった看護師の経験年数や回数なども検討した。③の準備と併せて生じた問

題点を列挙し、前期と後期でどのように変わったかを検討した。 

数値は平均±標準偏差（standard deviation, SD）もしくは中央値および四分位範囲

（Interquartile range; IQR）で表記し、統計学的解析は JMP12（SAS）を用いた。連続変

数の 2群間比較には Student-t検定を用い、2×2分割された比較には Fisherの正確確率判

定を用い、P<0.05を有意とした。 

 
3.倫理的配慮 

本研究内容は院内倫理委員会にて承認を受けており、研究参加については救急搬送時に

医師より家族に口頭で説明し同意を得ている。調査により得られたデータは個人が特定

できないようにし、研究者が責任を持って情報を管理することとした。 
 
Ⅳ．結果 
血栓回収療法は 2015 年 4 月から 2017 年 3 月までで 64 例(前期 26 例、後期 38 例)行わ

れている。搬送患者のベースライン（年齢、性別、重症度、病型、搬送地区）に大きな

違いはなかった。 
① 市民に対する啓発 
 市民に対する啓発を行ったものの、図 4A のグラフにあるように、前期（31 分±36 分）

及び後期（24 分±56.2 分）において発見から通報までの時間に関しては大幅な短縮が

得られていなかった（P=0.88）。今回の検討においては単一の病院からの情報発信では



限界があり、発症から通報までの時間の短縮は得られなかった。 
② 救急隊に対する啓発 
 救急隊の接触から搬送開始までの時間は平均 12±8.2 分、出発から病院到着までは 39
±30.8 分であった。これは後志地区には都市部以外の遠隔地からの搬送も含まれるた

めであった。血管内治療の適応がある患者において、他院に搬送され、その後当院に

再搬送・血管内治療となった症例は前期５例であったが、後期は２例と減少しており、

1 名は発症時軽症例であったため地元に搬送となった症例で、当院搬送すべきと考えら

れる症例は 1 例のみであった。これら転送症例の発症から治療開始までの平均時間は

112 分で退院時、mRS4 以上が 57％と予後は不良であった。 
③院内システム整備、④迅速な治療 
 前期の D2P 中央値は 64 分（35 分－125 分）、後期は 46 分（35 分－110 分）と約 20
分有意に時間短縮がされており（p<0.01）、時間のばらつきも著明に減少した（図４B）。 
治療記録シートより抽出した各看護師の血栓回収療法の介助に携わった回数について

は、9 回／11 回／15 回が各１名、3～8 回が各 2-5 名、1～2 回が各 8 名、未経験が 1
名であり、特定の看護師が多く介助に入る傾向がみとめられた。また介助回数が少な

い看護師の多くは 2,3 年目であるという結果となった（図４C）。 
  実際介助の際に生じた問題点としては、①ケアレスミス（ルートが抜けた、物品出し

間違えなど）、②知識不足（加圧バック手順のミス、必要な物品がわからないなど）、

③システム不備（連絡不備、採血不備など）の 3 群に分けることができた。シミュレ

ーション等のトレーニングを行った結果、②知識不足や③連絡不備に関しての問題は

減少したが、①ケアレスミスに関しては軽度減少したものの、緊張や時間に追われ余

裕がない状態、視野が狭くなった状況で起きやすく、マニュアルなど理解していても

避けられない問題であることがわかった。（図４D）。シミュレーション後のアンケート

では、介助経験のある看護師からは「実際の流れがわかった」、「どの程度のペースで

やらないと行けないのかがわかった」という結果が得られたが、介助未経験の看護師

からは、「実際の全体的な流れがわからない」、「実際の介助方法がわからない」という

結果が得られた。 

Ⅴ．考察 
 t-PA 療法では来院後の極めて限られた時間内に適切な適応判断を行う必要があり、救急

部や専門病棟、医師や看護師、放射線技師、検査技師など関係部署のすべてのメンバーが

一斉に無駄なく動くチームプレーが重要であると述べられているように 2)、時間短縮のため

にはそれぞれがやることを把握して無駄なく行動していかなくてはいけない。そのために

前述で述べたように今回は様々な取り組みを行ってきた。 
 市民に対する啓発 
2007 年の医療法一部改正により、一般市民に対する脳卒中の啓発活動が進められることに

なった。実際、一般市民の脳卒中に対する関心を高めることを目的にポスター、紙上広告、



テレビ・ラジオの広告、市民講座等がくり返し行われ、脳卒中が疑われたときの迅速な対

応、すなわち直ちに救急車を要請する重要性が強調されている。東京都は脳卒中発症から

覚知までの時間短縮を意図し都民に対して脳卒中の啓発活動を行い、実態調査にて有意な

時間短縮を得たとされている 3)。一般市民の脳卒中に関する意識を高め、発症から治療開始

するまでの時間短縮を得るためには、地域レベルでの啓発活動が必要であると考えた。 
 救急隊に対する啓発 
今回 3 回のカンファレンスによって、重症脳卒中が疑われる患者の脳外科のない地元施設

への搬送は減少し、救急外来においても脱衣や MRI への患者搬送など積極的な協力が得ら

れるようになった。カンファレンスでは救急隊からも積極的に発言してもらい、「搬送依頼

を当院に行ったが断られた」「どのような症例を搬送していいか迷うことも多い」など率直

な意見を伺うことが出来、今後のより良い搬送・治療について相談することが出来た。後

志地区消防本部の積極的な協力も得られ、全ての回において、後志地区全ての救急隊の参

加が得られたことも非常に有効であると考えられた。また毎回 50 名近い院内関係者の参加

が得られ、本治療法の院内関係者への周知・理解が得られたことも大きな収穫であった。

遠隔地からの搬送や他院を経由してきた場合は治療開始までの時間がかかってしまうため、

今後も迅速な搬送と直接当院に搬送してもらうようカンファレンスにて啓発していく必要

がある。 
院内システム整備 

当院ではこれまで述べたような様々な取り組みを行い、それぞれがどのように行動したら

いいのかを考え、自分の業務を理解して迅速かつ無駄なく動けていたことが時間短縮に繋

がったと考える。今後はこの状態をメンバーが替わっていく中で維持することが必要と考

えている。介助経験者からはシュミレーション後のアンケートにて「実際の流れがわかっ

た」というような意見が聞かれた。失敗が許されない臨床ではなく、現実に近い状況のシ

ミュレーションを行うことで失敗の振り返りから学び、本番に向けて実践力をつけること

が可能になる、自信を持って仕事に臨めるようになること 5)などがメリットとして上げられ

ており、我々のケースでも同様の結果であった。AG 室での物品展開や各看護師の役割を振

り分けて実際の状況に近いシミュレーションを実施したことが介助の流れの習得に効果的

であり、D2P の時間短縮に繋がったのではないかと考える。しかし、今回のデータ収集か

らは二年経過した今でも血栓回収療法の介助未経験や介助経験の少ない看護師がいたが、

多くは看護師経験年数の少ない看護師である。それらの看護師からは一貫して「実際にや

らないとわからない」という結果が得られた。これは、実際の経験がない状態でのシミュ

レーションは十分な効果が得られないという報告 6)と同様の結果となったと考える。この傾

向から実際に経験していない者にとってシミュレーションからの十分な教育効果は得られ

なかったと判断できる。そのため、経験の少ない看護師への教育が今後の課題であると考

えた。実際の介助では、ケアレスミス、知識不足、システム不備についての問題点が抽出

された。二年近くシミュレーション等のトレーニングを行った結果、連絡不備や知識不足



に関しての問題は減少した。しかし、ケアレスミスに関しては、避けられない問題ではあ

るが、治療チームが互いに声を掛け合うチームプレー、個人が細かく再確認する癖をつけ、

同じミスを繰り返さない工夫で減少すると考える 7)。実践形式のシミュレーションを定期的

に継続して行って、グループワークでの事例の振り返り、起きやすい問題点に関しては、

マニュアルやシミュレーションおよび説明動画にて重点的に説明していくことが必要であ

ると考える。 
今回の取り組みを通じ、プロトコル作成だけではなく、介助マニュアル作成や物品整備

など行った事によって来院から治療開始までの時間短縮を行うことができたと思われる。 
 
Ⅵ．結論 
当院での 2 年間の様々な取り組みによって来院から穿刺までの時間が短縮したが、看護

師の教育や、一般市民や救急隊などへの啓発活動など継続して行っていく必要がある。 
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図表 

１．当院独自の記録シート 

２．患者様・救急隊への啓蒙活動 

３．血栓回収介助に関する準備 

４．記録シートから得られた時間経過と血栓回収介助の問題点 



小樽市立病院 tPA & 血管内治療 治療記録シート

受け持ち看護師へ：tPA もしくは血管内血栓除去術が必要な患者が来た場合に

はこのシート記入もお願いします。

治療日： （ ）

患者氏名：（ ） （男・女） ID： （ ）

【救急外来看護師 記入欄】（記入看護師： ）

①発症時間 （  ： ）

②来院時間 （  ： ）

③NIHSS score （ ）点←医師に確認

④MRI に入った時間（  ： ）

⑤ASPECTS  （ ）点←医師に確認（11 点満点から引き算） 

【病棟（SCU）看護師 記入欄】（記入看護師 ）

①tPA 開始時刻（  ： ）

【血管造影室 介助看護師 記入欄】（記入看護師 ）

①ソケイ部穿刺時刻 （  ： ）

②専門医到着時刻  （  ： ）

③業者到着時刻 （  ： ）

④再開通時刻 （  ： ）

⑤再開通の程度 TICI 分類 （ ）

【治療改善点 記入欄】（指摘された改善点を記入）

・

・

・

記入が終わったらメディカルクラークさんに依頼してオーダリング上にスキャ

ンしてもらって下さい。（クラークさんへ：スキャン欄に入れてください）

  ポイント
 治療改善点の記入
 保存方法も明記
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